
２０２０～２０２１年度 主題
国 際 会 長(ＩＰ) Ｊａｃｏｂ Ｋｒｉｓｔｅｎｓｅｎ （デンマーク)

主題：“VALUES, EXTENSION and LEADERSHIP ” 「価値観、リーダーシップ、エクステンション」
Ｓｌｏｇａｎ：“ ＴＲＵＳＴ ＩＮ ＴＨＥ ＲＩＶＥＲ ＯＦ ＬＩＦＥ” 「命の川を信じよう」

アジア太平洋地域会長(ＡＰ) Ｄａｖｉｄ Ｌｕａ（シンガポール）
主題：“Ｍａｋｅ ａ ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ” 「変化をもたらそう」
Ｓｌｏｇａｎ：“ＩＮＳＰＩＲＥ” 「奮い立たせよう」

西日本区理事(ＲＤ) 古田 裕和（京都トゥービー）
主題： “Ｌｅｔ’ｓ ｄｏ ｉｔ ｎｏｗ ！.” 副題：“2022に向け誇りを持って Ａｌｌ ｉｓ ｗｅｌｌ．”

京都部部長(ＤＧ) 中村 隆司（京都ウェル）
主題：「人生は一度きり」 ～出会いから全てが始まる～
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５０年前のファンタの空き缶が鳥取砂丘で発見されたとい

うニュースがありました。

少年の頃、ファンタはとてもうれしく何にも代えがたいご

褒美の飲み物でした。その頃、カップヌードルも発売され私

たちの食生活や暮らしは急激に変化しました。大阪万博や沖

縄返還で日本中が湧きかえっていた時代です。

当時、空き缶のポイ捨ては社会問題化しつありましたが、

まだまだ、ポイ捨てなんて当たり前でした。山に登れば食べ

残しを埋めれば自然に還ると友達と話していた時代です。子

どもの浅はかな考えで、今から思えば恥ずかしい限りです。

この空き缶も、きっと誰かが鳥取砂丘の観光を終えて残して

いったもので、捨てた人も何の違和感もなかったのでしょう。

現在、環境に対する意識も大きく変化し、日常生活ではご

みの分別やリサイクルが進み、子どもたちのために持続可能

な社会を残せるように取組みが進められています。「自分さ

え良ければ」の考えが続けば、世界はどうなるのでしょうか。

世界中の海洋汚染が進み、日本ではレジ袋の有料化や脱プラ

スティックが進みつつあります。この美しい自然環境を残し

ていくために、私たちは何ができるのか常に考えて行動すべ

きです。しなやかに生きなければならない時代となったので

はないでしょうか。

昨年からの新型コロナの流行により私たちの生活も大きく

変わりました。新しい生活様式と称し、様々な制約のもと暮

らしていかなければなりません。しかし、新型コロナの生活

が長く続き「コロナだから仕方がない。やめておこう」と諦

めに慣れてしまっています。今、まさに、コロナ対策として

ワクチン接種が行われていますが、すべての人が接種できる

までには、まだしばらくかかりそうです。

さて、私たちはこの状況で何をすべきなのでしょうか。世

の中の変化に合わせて私たちの活動も変わっていく必要があ

ります。クラブとして活動を続けるため大きな岐路に立たさ

れています。こんな時だからこそ何ができるでしょうか。コ

ロナ禍の中でどんな活動を続けられるのかチャレンジする必

要があります。

先日、天国に召された尊敬する先輩は７０年、ワイズメン

として活動してこられました。私たちのことを温かく見守っ

てくださり、やさしく微笑んでおられることでしょう。

変 化 と チ ャ レ ン ジ

４月の在籍者数 ２８名
４月ZOOM例会 メンバー出席者１５名 ゲスト０名
ビジター ０名 ４月出席率→５３.６％
３月出席率全ﾒｰｷｬｯﾌﾟ算入後結果→８６.２％

ニコニコ

４月分 ？円

累計 ２３,０００円

クラブファンド

累計 円

ＢＦポイント

切手

累計

主なる神は、弟子としての舌を私に与えてくださる。疲れた人を励ますように。

（イザヤ５０：４－１０）
今月の聖句

京都ワイズメンズクラブ 第７３代会長 坂口 大輔

主題：「未来に繋がる形作りを」

強 調 月 間

の月
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４月リモート例会（ＺＯＯＭ２回目）

４月１３日(火)１９：００から４月例会が開催された。当

初は、新型コロナウィルスに最大の注意を払いながら例会場

のホテル日航プリンセス京都で行う予定だったが、４月１２

日から京都に適用される「まん延防止等重点措置」の為、急

遽ＺＯＯＭ形式で行う事が数日前に三役会より通達された。

３月例会では久々にホテルで集い、３ヶ月ぶりの対面に喜

びを持ったばかりで、折角動き始めた活動に水を差すような

事態で大変残念ですが、まん延防止の為仕方なく思います。

また４月例会には、３月例会「Yサアワー例会」の話合い

を受けて、担当主事である京都ＹＭＣＡの藤尾実主事に京都

ＹＭＣＡの見る京都ワイスメンズクラブの活動と、今後期待

する支援についての講演をドライバー委員会からお願いして

いました。

午後７時前にＺＯＯＭ例会が始まり、ぞくぞくとメンバー

がパソコン画面上に登場して、いろんな会話が飛び交った。

坂口会長の挨拶のあと、鍵谷ワイズの進行で例会がスタート

して藤尾主事の講演に移った。

藤尾主事は平成４年に神戸より京都ＹＭＣＡに入職、現在、

会員活動の役職につき、ワイズでは最近７クラブの担当主事

を務める超多忙な毎日だそうです。

最初に2020年４月から2021年３月までの京都ＹＭＣＡの事

業活動の報告があり、新型コロナウイルスによる影響を受け

て、サマーキャンプ・スキーキャンプの参加者や日本語科の

留学生が激減し、４月入学予定者の来日も目途が立っていな

い状況の報告があった。

また、京都クラブへも毎年と変わらない支援に感謝された。

例えば、保育園・専門学校・リトリートセンター・ワイズデー

のバナー(三条通)・Ｘｍａｓの館内外装飾・日本語科卒業文

集・卒業リーダー祝会祝金・ＹＭＣＡマスク販売協賛などが

報告された。

京都ＹＭＣＡ中期計画のテーマは、超高齢化が到来する20

25年までにグローカル(グローバルとローカルの造語)人材の

養成を進めるためには日本人就業者だけでは社会を支えられ

ない。外国人留学生が、卒業後、日本国内で活躍出来る様に

支えて行くためにも、1989年に元理事・久保正一氏が作られ

た京都ＹＭＣＡ留学生への奨学金制度(留学生の金銭的な負

担を軽減し勉強に集中出来る奨学金制度)のような何か持続

可能な制度を再構築していただけたらありがたいと、これか

らの支援へのお願いとして締めくくられた。

京都クラブには、同じ様な基金である「ＹＢＦ基金」(京

都ＹＭＣＡが人材育成資金の必要な場合、要請に応じて役員

会で審議し出金する基金)が第６５代杉本会長の時に、今年

３月１７日に昇天された故 片山巌ワイズの寄付を元に設立

されている。今後、この基金を留学生にも活用できるように

するかどうかは、クラブの役員会等で検討すると藤尾主事に

返答した。

時間は午後８時もとっくに過ぎ、ハッピーアワー・ニコニ

コと続き、ドライバーズドットで５月例会は必ずホテルにて

会いましょう宣言で、充実したＺＯＯＭリモート例会は閉会

となりました。

4月 13日（火）
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咲き誇る八重桜とソメイヨシノの中、快晴に恵まれ、リト

リートセンターで「高井桜を愛でる花見会」と「故片山巌ワ

イズを偲ぶ会」が行われた。

高井桜はしっかりと生育し、高さも1メートル近く伸び、あ

とは幹が太くなるのが待ち遠しく、来年にはきれいな花で飾

られていると期待出来そうです。

昼食では、柴田ワイズの発声で先月１７日に亡くなられた

片山巌ワイズに献杯を捧げた。その後、美濃吉「松花堂弁当」

に舌鼓を打ち、食後はマスク着用で久々のワイズ談義で盛り

上がった。

昼食後、佐々木ワイズの先導で山手の竹やぶに入り、「タ

ケノコ堀り」を楽しんだ。急斜面のため、掘り手のメンバー

は大変でしたが、それでも大小合わせて１０個程収穫があり、

希望者に分けて良いお土産になった。

坂口会長を除いて、ほぼ高齢のメンバーでしたが、若いメ

ンバーもファミリーも一緒に、以前の様に楽しめる企画にし

て行きたいと皆が思っています。

ＥＭＣお楽しみ会 ｉｎ リトセン 4月11日(日)

「故片山 巌ワイズを偲ぶ会」「高井桜を愛でる花見会」 ＆

京都クラブのブリテンは、コスト削減のためブリテン委員がパソコンで編集し、数年前から印刷をネット印刷に変更することによって、大きくコストを下げました

（年間予算10万円以内）。京都クラブのホームページ http://www.kyotoys.com/ では月初にご覧いただけます。このブリテンに関するご質問、ご意見、

ご感想などございましたら、お気軽にブリテン編集長の三井哲次までお寄せください。お待ちしています。

Ｅmail ： tanupon@mbox.kyoto-inet.or.jp
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1．2021年度 第1回日本語能力試験 N1/N2対策講座募集中

7月4日（日）の日本語能力試験の合格をめざし、試験に必要な日

本語を集中的に勉強します。

お知り合いの方がおられましたら、ご紹介ください。

詳細はhttp://kyotoymca.or.jp/japanese/files/2021/04/JLPTN1

N2_2021.pdf

または、下記QRコードを読み取ってご覧ください。

電話または京都YMCA１階窓口にて受付。

希望のレベルをお伝えください。

＊お問い合わせは下記までお願いします。

TEL 075-255-3287

お問い合わせは http://kyotoymca.or.jp/?page_id=815 または、

下記QRコードから読み取ってください。

４

ＮＥＷＳ

2020-2021年度 第７３期 ４月度役員会

４月６日（火）１９：３０～ＹＭＣＡ三条本館にて

出席役員 ：１２名 欠席役員 ：６名

＜議 案＞

一、片山ワイズの未納年会費について

功労会員でもあったので遺族に請求はしない。 承認

＜報告事項＞

（１）柴田ワイズを功労会員として西日本区に届けた。

（２）奈良傳賞への申請について、今期は見送ることになった。

＜各事業委員会報告＞ 次回委員会日程は別紙日程表を参照ください

Ｙサ・ユース：相原ワイズから引継を受けた。(後任の井上書記)

・4/25(日)桜フェスタはクラブとしては参加しないが、支援金は贈呈する。

ＥＭＣ ：4/11(日)にリトセンでお楽しみ会：高井桜・見学会を開催する。四条

室町下ルに１０時集合。車2台で行く。

ドライバー：4月例会はホテルで実施予定。ゲストスピーカーは藤尾担当主

事。内容は、YMCAが現在京都クラブに望む働きについて。

ブリテン：次期に向け、新たに「今月のクリスチャニティー」のコーナーを設け

る。(三井次期委員長)

広 報 ：3/12 ２月TOF Zoom例会の模様をニコニコ動画にアップした。

・3/12 ３月例会の写真と動画をアップした。

・3/18 片山ワイズの肖像をHPにアップした。

・4/2 ４月号のブリテンをアップした。

・4/2 西日本区フォーラムの写真をアップした。

ファンド：元メンバーの奈良昭彦氏に今年もお世話になる淡路の新玉ねぎファ

ンドの購入・販売に全力で協力をお願いします。

次回の役員会は５月６日（木）１９：３０～ 於三条ＹＭＣＡ

役員会報告

淡路の新玉ねぎファンド 到着日未定

６日（木）役員会 １９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

１１日（火）５月例会 １９：００～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

１日（火）新旧合同役員会 １９：３０～ＹＭＣＡ三条本館

５日・６日（土・日）西日本区大会 ウエスティン都H京都

１９日（土）引継例会 １９：００～Ｈ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都

問い合わせフォーム 詳細案内

口の中にある舌は、私たちがしゃべるため

に必要なものです。おしゃべりするという

のは、人間の大きな特徴でしょう。私たち

は、言葉で様々なことをします。物事を説明します。

要件を伝えます。時には「口喧嘩」という言葉もある

ように、言葉で人を攻撃することもあります。けれど

も、言葉の本当の使い方は、人を励まし、支えることです。

人を攻撃したり傷つけたりするためでなく、また人をだま

して自分の利益を求めるためではなく、

誰かを励まし、支え、元気づけ、その人

がより生き生きと生きることができるよ

うに使うのが、言葉なのです。私は今まで、随分と間

違った使い方をしてきました。私の舌も、私の口の中

で、「使い方を間違っているぞ」と、私に文句を言っ

ていることでしょう。私たちは、愛のために作られました。

私たちの言葉も、愛のために使いましょう。

今月のクリスチャニティ

ＹＭＣＡ子ども・ユース・地域支援ポジティブネット募金

昨年以来、みなさまにご協力をお願いしてきた「活動継続支援寄付金」は、今後「ＹＭＣＡ子ども・ユース・地域支援ポジ

ティブネット募金」として、引き続き集めさせていただきます。

地域で暮らす子どもからご高齢の方、そして留学生、一人でもたくさんの人に、より良い学び・体験・つながりの場を提供

すべく、活動に取り組むための寄付金にみなさまのご支援・ご協力をお願いいたします。

ご協力いただくには（寄付金のお申込みについて）

①こちらから申込みフォームにご記入ください。

②下記の口座にお振込みください。

郵便振替 01030－6－733 口座名 京都ＹＭＣＡ

ザイ）キョウトワイエムシーエー

ゆうちょ銀行 一〇九支店 当座預金 733

口座名 京都ＹＭＣＡ ザイ）キョウトワイエムシーエー

京都銀行 本店 普通口座 721365 口座名 京都ＹＭＣＡ 代表理事 加藤俊明 キョウトワイエムシーエー

お問合せ 京都YMCA （電話） 075-231-4388


